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６ 窓口機能の展開

６－１　各種講演等

６－２　外部委員・協議会等への参画

日付 講演先 催事 講演テーマ 担当
三村　聡

令和２年10月16日
令和２年11月27日 岡山県 美作地域自治体職員研修会

データに基づく政策立案～
RESAS（地域経済分析システ
ム）の活用

講演

令和３年１月26日
令和３年２月27日

岡山県市町村
振興協会 岡山県自治体職員新人研修 自治体職員の使命と役割 講演

前田　芳男

令和３年１月19日 岡山県児童館
連絡協議会 安全指導・安全管理研修会 震災の教訓から日常の子ども

の安全を考える 講演

令和３年１月21日 邑久高等学校 セトリー実践報告会 地域学の可能性 講演

令和３年２月13日 岡山市 地域リーダー養成講座 地域の学びを通してリーダー
を育む 講演

令和３年２月27日 みずしま財団 みずしま滞在型環境教育コン
ソーシアムシンポジウム 教育旅行教材の開発 講演

岩淵　泰

令和２年12月12日 岐阜大学
岐阜大学公開講座「地（知）
の拠点×SDGs」地域課題解
決に向けた大学の挑戦

SDGsから学びのまちづくり
へ　―岡山大学と地域の協働
事例―

講演

６ 窓口機能の展開

外部委員・協議会 AGORA
担当者

岡山県　美作県民局　「美作国創生公募提案事業」　審査委員長 三村　聡
岡山県　企業誘致推進協議会　企業誘致アドバイザー 三村　聡
岡山市　岡山市総務・市民政策審議会　委員 三村　聡
倉敷市　倉敷市災害に強い地域をつくる検討会　委員 三村　聡
倉敷市　倉敷市真備町災害公営住宅等整備事業者選定委員会　委員長 三村　聡
倉敷市　真備地区復興計画推進委員会　委員長 三村　聡
井原市　「元気いばら創生戦略会議」　委員長 三村　聡
一般財団法人　地域公共交通総合研究所　理事 三村　聡
特定非営利活動法人　まちづくり推進機構岡山　理事 三村　聡
公益財団法人　岡山県市町村振興協会　理事 三村　聡
日本計画行政学会　理事・中国支部長 三村　聡
人を大切にする経営学会　常任理事 三村　聡
岡山市　「包括外部監査人選定委員会」　委員 三村　聡
倉敷市　第７次総合計画審議会　会長 三村　聡
高梁市　地域防災力向上委員会　委員長 三村　聡
井原市　公共施設等マネジメント推進会議　委員 三村　聡
高梁川流域連携中枢都市ビジョン懇談会　座長（倉敷市など７市３町） 三村　聡
一般社団法人　吉井川流域DMO有識者会議　委員長（瀬戸内市・赤磐市・和気町） 三村　聡
岡山放送株式会社　番組審議会　委員 三村　聡
岡山シーガルズ　顧問 三村　聡
一般財団法人　地域総合整備財団（ふるさと財団）　　アドバイザー 三村　聡
トヨタ自動車「モビリティ研究会」委員 三村　聡
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▲財務局と意見交換 ▲岡山大学津島キャンパス

６－3　その他の社会貢献活動

▶６-３-１　財務省
　政府の地方創生第２ラウンドがスタートしたことを受け、11月18日（水）、広島から財務省中国財務
局米田博文総務部長が来学、新型コロナ災禍のなかでの岡山県の地域や岡山大学の地方創生の取組みに
ついてヒアリングを受けた。また、岡山県の景気動向や金融機関の取組みについて、三村聡センター長
が情報交換や意見交換を行った。
　岡山大学からは、岩淵泰准教授から、高梁川流域における倉敷市水島エリアでのSDGs活動の展開や
矢掛町を拠点とした外国人留学生と地域の関りについて話題提供を行った。

▶６-３-２　高大接続に関する活動
◆和気閑谷高校
　和気閑谷高校は、令和元年度から文部科学省の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の
地域魅力化型校の指定を受け（令和２年度現在、全国で６校）、同校が「閑谷學」と呼ぶ地域協働を中
心とした探究学習を推進している。事業全体を俯瞰的に指導する立場の運営指導委員会の委員に前田芳

外部委員・協議会 AGORA
担当者

石川文化振興財団　教育文化助成「WAKABA」選考委員 三村　聡
井原市　特別職報酬等審議会　委員長 三村　聡
岡山県教育委員会　地域協働事業（県立和気閑谷高等学校）運営指導委員会委員 前田芳男
岡山市　総務・市民政策審議会委員 前田芳男
岡山市立岡山後楽館地域協働学校運営協議会　岡山市立岡山後楽館地域協働学校運営協議会委員 前田芳男
総社市社会福祉協議会　総社市生活困窮支援センター協議会　委員 前田芳男
公益財団法人福武教育文化振興財団　教育文化活動助成審査委員 前田芳男
学校法人尚絅学園尚絅大学短期大学部　非常勤講師 前田芳男
西川緑道公園筋歩行者天国実行委員会　委員 前田芳男
岡山市　岡山市協働推進委員会委員 岩淵　泰
岡山ESD推進協議会　運営委員 岩淵　泰
岡山市明るい選挙推進協議会　会長 岩淵　泰
新見公立大学非常勤講師 岩淵　泰

環境省中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）
中国環境パートナーシップオフィス・中国地方ESD活動支援センター運営委員会　委員 岩淵　泰

公益財団法人　水島地域環境再生財団（みずしま財団）
環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会

三村　聡
岩淵　泰
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６ 窓口機能の展開

▲講義の様子　 ▲フィールド調査の様子 ▲発表会の様子

▲ZOOM会議のスクリーン

▲聞き書き指導の様子 ▲閑谷學の授業風景

男副センター長が就き、運営指導委員会や探究学習発表会等の場に出席し、教員や生徒への指導助言を
行った。また、令和２年度に閑谷学校の創学から数えて350年を迎えることから、その記念事業の一環
として「聞き書き」を行うこととなり、生徒有志への聞き書き指導を行った。

◆岡山市立岡山後楽館高校
　平成28年度より、前田副センター長が岡山後楽館高校の「産業社会と人間」の科目において、商店街
の調査と活性化提案をテーマにした活動の指導をしている。通行人や店舗の種類を計測し、またアンケー
トや聞き取り調査の方法とその結果の分析、発表資料作成の方法について教員に対してアドバイスする
とともに、演習授業も一部担当した。１年生を対象とした授業で、この経験を生かし、２，３年生につ
ながる調査活動のテーマを決定することになる。

◆津山四校連携講座「地域創生学」
　7月29日（水）、津山市内にある県立の４つの県立高校（津山高校、津山東高校、津山商業高校、津山
工業高校）連携による夏季集中講義が行われ、前田副センター長が地域学の基礎について講義した。平
成29年度から開催されており、本年度は第４回目となるが、新型コロナウイルス感染症の拡大があり、
Web会議システム（ZOOM）を用いて実施された。
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▲プラットフォームでの発表会 ▲高校周辺のジオラマと福田公民館での発表

▲マインドマップの例

▲行学の様子

◆津山東高校「行学」
　４月15日（水）、津山東高校で行われている学校設定科目「行学」の受講生に対して、「地域で学ぶと
いうこと」をテーマに地域学の基本を、前田副センター長が講義した。本年度は特に、新型コロナウイ
ルス感染症の中で、コロナに関する研究テーマや社会の見方について特別な指導を行った。

◆倉敷古城池高校
　倉敷古城池高校は、地域学を柱にした特色ある教育を進めており「総合的な探究の時間」を使って様々
な地域学を実践している。倉敷市水島地域にある唯一の高校として、水島地域の商店街やコンビナート
企業との連携を深めており、活動の実施体制を強化するために学校が中心となり「水島プラットフォー
ム」を設けた。これには三村聡センター長、前田副センター長が講師や委員として参加している。また、
前田副センター長が、防災ジオラマづくりなどの生徒の地域探究活動の指導を直接行った。

◆岡山芳泉高校
　９月19日（土）、芳泉高校の生徒に対する小論文の書き方指導を前田副センター長が行った。論文のテー
マは「コロナショックを超えて生きる」であり、発想法であるマインドマップの活用法や、基本的な章
立て、文献の引用法、推論の進め方などを講義した。
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６ 窓口機能の展開

▲SDGsについて語る槇野博史学長 ▲座談会の風景

▲ローカルサミット・オンライン会議

▶６-３-３　岡山放送
　岡山放送番組審議会に岡山大学からは三村聡センター長が審議委員として参加している。
　11月25日（水）の審議会は「瀬戸内から創る幸せな未来」と題した岡山大学の取り組みが特集され、
その番組審議がなされた。会場は岡山放送本社。
　番組では、現在、岡山大学が取組む「SDGs大学経営」を中核的な視座に置いた「しなやかに超えて
いく実りの学都の実現」をメインテーマとして、槇野博史学長自らが、視聴者に理解しやすいよう配慮
しながら解説する番組に仕上げられていた。それを豊富な資料や写真を用いて説明、また、大学を取り
巻く学生や多くの関係者の出演により構成された内容であった。
　委員長をつとめる大原謙一郎大原美術館名誉館長はじめ審議委員から、示唆に富んだ評価を頂いた。
岡山大学に関する審議であり、三村センター長は関係者の立場から委員への補足説明を担当した。

▶６-３-４　ローカルサミット
　ローカルサミットとは、幅広い「志民」※との連帯の中で、地域活性化の輪を拡げると共に、従来の
人間中心の成長至上主義から自然との共生・循環に立脚した価値観への転換を共有しようと活動する会
議体であり、毎年、全国から選ばれた都市を会場に市民サミットが開催されている。平成28年には、11
月３日～５日の３日間、倉敷市をメイン舞台に岡山県全体を開催エリアとして「ローカルサミット㏌倉
敷おかやま」が開催され、その折の実行委員長が岡山商工会議所副会頭の梶谷俊介氏。今年は、愛媛県
西条市が会場となり開催準備が進められていたが、コロナ禍の影響で中止となった。
　７月18日（土）の梶谷俊介氏（岡山トヨタ社長）などが主催する「ローカルサミット」オンライン会
議に当センターから三村聡センター長が参加した。
　この日のオンライン会議には、全国の自治体の首長や経済界やNPOの代表など、この活動に深くか
かわってきたメンバーが、全国からオンライン参加して熱い議論が展開された。岡山からは大原美術館
の大原あかね館長や倉敷木材の大久保憲作会長、大原家本邸「語らい座」館長の山下陽子先生などが参
加した。

※　「場所文化フォーラム」（一般社団法人）は、2008年から、
NPO法人ものづくり生命文明機構や各地の諸団体等と連携
しつつ、全国の幅広い志民との連帯の中で、地域活性化の輪
を拡げると共に、従来の人間中心の成長至上主義から自然と
の共生・循環に立脚した価値観への転換を共有しようとする
「ローカルサミット」を毎年全国各地で開催している。
　志民とは、『場所文化』の創造によって、人々の新たな交
流（地方と都市の新たな関係性の確立等）を促し、場所への
資金流入と域内での資金循環の新たな仕組みを構築し、場所
の自立（経済の活性化とコミットメント人口の増加、持続可
能性の確保）を目指す活動に参加する人を指す。
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▲理事・監事の皆さん

▶６-３-５　まちづくり推進機構岡山
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北区天神町の事務所で開催された。
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に関する事業を行い、会員相互の協力によって会員及び会員の関わるまちづくり事業の発展を期すこと
により、快適生活県おかやまの実現に資することを目的とする。」と活動目的を謳っている。岡山大学
からは経済学部中村良平特任教授が長く理事をつとめ、また、地域総合研究センター設立時からの関係
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▲SDGsについて語る槇野博史学長 ▲座談会の風景

▲ローカルサミット・オンライン会議
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加した。
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